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ICT 環境を生かした学習主体的な活動を促す体験的な学習とは

豊かな人間形成を図る読書活動
をすすめるために

すきな本をみつけよう

９　読書活動　６/22

３　特別支援教育②　６/15

他者と協同して取り組む学習活
動にするために

調べたことをもとに自分たちで
できること考え交流しよう

７　総合的な学習の時間　６/９

15　学校経営Ⅲ　７/26

10　複式教育　６/28
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机間指導で子供の思考をとらえる

異なるものを受容し理解する
ことを目指すために

疑問詞 what を用いて対話す
る学習

ペアでの自由会話に取り組む

グループで多様なアクティビ
ティに挑戦

考えたクイズを元気よく発表

11　小学校外国語活動　７/６

18　外国語科（英語）指導　７/29・９/８

相手に欲しいものを尋ねるときは

グループで
「What do you want? I want ～」

12　生活科指導　７/７

21　国際理解教育　８/３
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各学校で理論をもとにして実践検証

伝え合う力を高める指導の
工夫・改善

新学習指導要領における「話す
こと・聞くこと」

　国語科の「話すこと・聞くこと」
の授業を参観して感じたことは，
小学校１年生から系統を重視し，
実態に合った目標が達成できる
よう指導していくことの重要性
です。私自身の実践の中で確実
に実行していきます。ありがと
うございました。

（旭川市立西御料地小学校
　佐藤　大士）

　本講座では，新学習指導要領
に示された評価の観点について，
特に「思考・判断・表現」に関
わる内容を中心に講習が行われ
ました。言語活動を重視した授
業例や評価等，実践的な内容が
充実した講座で今後の授業研究
の参考になりました。
（旭川市立新富小学校

　北川　　恒）

　久保先生の講義の「理論と実践」，
「理想と実際」は，自分のこれまで
の授業を見直すのに大変参考にな
りました。また，レポート交流や
研究授業等，各先生方の実践から
も多くを学びました。今後の算数
の授業に生かしていきたいと思い
ます。ありがとうございました。
（鷹栖町立北野小学校

千田　友美）

　講義では，新指導要領の中で
の，科学的な思考や表現力等，
大変参考になりました。また，
授業参観では，実感をともなっ
た理解や目的意識をもつ等，こ
れから授業に取り入れる要素を
見せていただき勉強になりまし
た。ありがとうございました。
（愛別町立愛別中学校

　鴻上　　貴）

朝日小学校１年

春光台中学校２年

９月２日 ８月 31 日 ９月７日 ９月７日

社会事象の意味を考え，表現
する力を育てる指導の工夫

社会的な見方や考え方を育
てる社会科指導

近文第１小学校１年

北星中学校２年

中学校数学科における授業タイプ
選択型の要因に関する調査研究

学ぶことの楽しさを実感で
きる算数・数学科指導

旭川第３小学校４年

旭川中学校３年

理科教育における今日的な
課題

科学的な思考力・表現力を
育成する理科指導

愛宕小学校６年

東陽中学校１年
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研修講座のながれ ～国社算理を例に～

国語科
７月25日

社会科
７月26日

算数・数学科
７月27日

理　科
７月28日
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練習の成果を発揮してレッ
ツダンス

NXT を利用した自動制御ロボット

午前の理論を受けて
体育館で実技説明

エネルギー変換に関
する指導の工夫は

20　体育科実技　８/１ 腕をみがく腕をみがく

実技研修講座
　現在，研修センターが開設している講

座に実技を伴うものは５種類あります。

そのどれもが，単に実技や指導法の伝達

にとどまることなく，講座日程の中に必

ず理論学習が位置付けられています。受

講された方々は，理論に裏付けされた実

技であることを理解し，実際の指導に役

立てています。

23　図工・美術科実技　８/４

19　技術・家庭科実技　８/１25　音楽科実技　８/24

26　書写実技　８/24
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各学校の「まなびたい」に応じる

出前講座
　今年度も多くの学校から希望があり，管
内各地で出前講座を開催しています。校内
研修として講座を活用する場合が多く，児
童生徒の下校後（放課後）の１，２時間を
使って研修を深めています。理論などの講
義，実技演習など希望内容は様々ですが，
どの講座も好評をいただいております。

国語科「詩の授業」の指導法を学びたい

小学校外国語活動の様々な
アクティビティを学びたい

支援を要する生徒への具体的な
かかわり方を学びたい

小学校外国語活動について理論や
指導法を学びたい

LD,ADHD, 高機能自閉症などの
実態把握や支援について学びたい

障がいに応じた配慮や工夫について
具体的な支援を学びたい

英語の正しい発音について学びたい

上教研中央地区国語班　６/21

東光小学校　７/19

美深中学校　９/５

近文第１小学校　８/17

東川第二小学校　９/２

上富良野西小学校　７/14

北光小学校　８/18

Card  Game に挑戦

通常の学級（中学校）にお
ける発達障がいの子どもた
ちの理解と対応のために

英語ノートより「道案内
をしよう」の実践

苦手がある子の理解と対
応について

アルファベットの発音について
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平成23年９月６日
上川教育研修センター

【演習１】エコロジカルマップ作り→

↓【保護者対応ロールプレイング】
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第１４次研修事業計画策定に向けて第１４次研修事業計画策定に向けて
～アンケートへのご協力ありがとうございました～

Ⅰ　基本方針の策定について

 

　・90％の方から、「この方針でよい」とする

　　回答をいただきました。

Ⅱ　開設講座について

　(1) 講座の開設数について　　　　 　　　　(2) 重点的に研修したい内容について（複数回答）

 

　・88％の方から，「現状でよい」とす　　　　・上位５つは①キャリア教育②いじめ・不登校

　　る回答をいただきました。　　　　　　　　 ③保護者対応④情報モラル⑤食育の順です。

○ 合計で141通のご回答をいただきました。１学期末のご多用のなか，ご協力いただき心からお礼
申し上げます。

○ お寄せいただいた貴重なご意見を参考にさせていただき，第14次の基本構想と講座計画の詳細
を作成します。

○今後とも，当センターに対するご意見・ご要望をお寄せください。

Ⅲ　パソコン講座について

(1) 講座の実施数

　・ 73％の方から「現状でよい」とするご回答

をいただきました。

(2) 役目を終えたと思われる講座

　・表計算入門，プレゼンテーション　等

　　※ 実際には沢山の方が受講され「参考に

なった」との高い評価を得ています。

(3) 新設を求める講座

　・電子黒板活用，情報モラル

　  マクロ　等

Ⅳ 　講座全般にかかわるご要望など

＜実施時期について＞

・長期休業中の開催を増やす。

　

＜実施内容について＞

・具体的ニーズ，実践に即した実技研修

・スタートカリキュラム，幼小連携を図る。

・出前講座の一層の充実

・ＩＴ活用

＜実施形態について＞

・半日の講座開催

・夏季休業中の２日連続開催　等

＜第14次研修事業計画の基本方針＞

①　 教科指導等の講座については，「小中合同，
講義（夏季休業中）と研究授業（２学期）
の分離開催」とした，現在の講座形式を継
続しつつ，内容の一層の充実を図る。

②　 教育経営，実技研修，文化の各講座につい
ては，今日的な教育課題に対応する内容を

目指し，更なる改善・充実を図る。

③　 学校（地域）や教育研究団体等のニーズに
応える「出前講座」の充実を図る。

10％

90％

この方針でよい

無答

増やす

減らしてもよい

現状でよい

無答

４％ ７％
１％

88％

キャリア教育

いじめ・不登校

保護者対応

情報モラル

食育

０　 20　 40 　60 　80
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　１階第２研修室の壁面を作品展示用に開
放しています。実践発表の場としてお役立
てください。
　９月６～24日まで書道展を開催しました。

現代書の新風より　６名の作品展

開催期日
研修講座名

（会場は全て研修センター）

１月11日（水）
午 前

ミニ道研【情報教育】各教科や
領域で指導する情報モラル

１月11日（水）
午 後

ミニ道研【生徒指導・教育相談】
生徒指導上の課題への対応

１月12日（木）
午 前

ミニ道研【教育課程経営】ミド
ルリーダーの役割

１月12日（木）
午 後

ミニ道研【生徒指導・教育相談】
児童生徒との関わりにいかす解
決志向アプローチ

１月12日（木）
午 前

文化講座「書に親しもう」

２月７日（火）
午 後

センター研究発表会

冬季休業中に行われる研修講座
　研修講座の大半は10月中に終了しましたが，冬季休業中
に開設している講座もあります。また，２月には当センター
の研究の成果を発表する研究発表会もあります。校内の研
究や教科指導に役立てられるよう工夫・改善を行っており
ます。ご参加をお待ちしています。

ミニ道研のご案内
　北海道立教育研究所と全道14管内の教育研究所・研修セ
ンター等が連携して研修講座を実施しています。講師は道
研の所員があたり，冬季休業中の２日間を使って講座を実
施します。上川管内では，研修センターが会場となります。

　お申込みは開催要項から，もしくは，センターに直接ご連絡ください。

TEL 0166-24-2501  FAX 0166-24-2512


